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概要
過去 10 年間の IT サービス提供における最大の変化は、パブリック クラウド インフラストラクチャの消費が始まったことです。ESG
では、毎年、中堅企業（100～999 人の従業員）の組織的なクラウドインフラストラクチャの採用を追跡しています。当然のこと
ながら、AWS や Microsoft Azure など、パブリック クラウド インフラストラクチャ サービスを活用している企業の割合は、2011 年
以降ほぼ 4 倍（12%から 47%）になっています（図 1 を参照）。1

図 1： 現在サービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）を使用している中堅企業の割合（2011～2019 年）
組織でサービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）を使用している、またはその計画がある
かをお答えください。（IaaSを使用していると報告する回答者の割合）

47%
34%
12%

11%

2011

2013

2015

39%

2017

2019
出典：Enterprise Strategy Group

さらに別のデータにより、この傾向は現在も続いていることが示されています。ESG では、IT 導入決定者の方々に、いくつかの技
術分野での 2019 年の支出計画について質問しました。組織が新しいクラウド サービスをプロビジョニングし、既存の環境の規模
を拡大するのに伴い、パブリック クラウドに割り当てられる IT 予算は今後も増え続けると予想されています。ESG の調査による
と、組織の 60%は前年に比べてクラウドへの支出が増加すると予測しており、クラウドは他のカテゴリと比較して支出が増加する
可能性の高いテクノロジー分野であると考えられていました。2即応性と柔軟性に優れたパブリック クラウド サービスが組織に価値
をもたらすことは明らかであり、その価値がさらなる利用を促します。
同時に、組織は速度を落とすことのないようオンプレミスの IT 環境を急速に進化させていて、敏捷性と経済性の双方でパブリック
クラウドに匹敵する運用モデルをオンプレミスで実現するソリューションに投資しています。ESG の調査によると、中堅企業の 44%
は、IT 組織が仮想化/プライベート クラウド イニシアチブのために 2019 年度の支出を増加させると予測していました。また、中堅
企業の 45%は、クラウドに最適化されたハイパーコンバージド インフラストラクチャ プラットフォームに対しても同様の報告をしていま
す。3理由このホワイト ペーパーのために実施したアンケートでは、HCI ユーザーは概して、これらのテクノロジーのおかげでインフラス

1出典：ESG

マスター調査結果『2019 Technology Spending Intentions Survey』（2019 年 3 月）

2同書。
3同書。
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トラクチャ管理タスクからスタッフが解放されると回答しています。実際、HCI ユーザーは、以前使用していたシステムと比較して、
システム管理タスクの時間が平均で 34%節約できたと報告しています。
この時間の節約は、多くの場合、リソース不足の IT チームにとって非常に重要であり、より効果的なハイブリッドクラウド環境の構
築と調整のために再投資することができます。この関係性にはデータの裏付けがあります。ハイブリッド クラウドの取り組みを進めた
ことが、組織に価値をもたらすうえで「とても有効」だったと回答した割合は、HCI を導入していない組織ではわずか 9%だったのに
比べ、HCI を導入した組織は 68%と、実に 7.5 倍にもなりました。突き詰めると、効率的なハイブリッド クラウド環境とは、組織が
一時的な外的要因ではなく、要件やビジネス ニーズに基づいてワークロードの配置場所をオンプレミスとオフプレミスの間で選べる
ような、パブリックとプライベートをまたぐインフラストラクチャの均質性を意味します。この相関関係には調査データの裏付けがありま
す。HCI を積極的に利用している組織の 76%が、いったんパブリック クラウド インフラストラクチャに移行したミッションクリティカルな
ワークロードをオンプレミスに戻したことがあると回答しています。これは、HCI を使用していない組織（65%）を 17%も上回る割
合です。
中堅企業は、お客様のニーズに対応し、市場競争力を維持するために、オンプレミス サービス提供の最適化を可能にするソ
リューションへの投資をに急速に増やしています。また、従業員がアクセス可能なサービスカタログを使って、パブリック クラウド環境
の拡張性、弾力性、セルフサービス機能を管理しています。
変化するビジネス ニーズに対応するための IT インフラストラクチャをどこで運用するかを決める際、今日の IT リーダーは、いくつもの
選択肢を評価します。しかし、利用可能なインフラストラクチャや使用中のインフラストラクチャが 多数あるため、多くの IT 部門で
は、どのオプションを選択するかが困難になっています。組織がインフラストラクチャの負荷をパブリック クラウド サービス プロバイダー
（CSP）に移行する傾向が強まる一方で、オンプレミス環境の最適化も進んでいますが、回答者の 74%が、オンプレミスのイン
フラストラクチャに加えてパブリック クラウド（または複数のパブリック クラウド）のインフラストラクチャを利用することで、IT 運用の複
雑さが増すという意見に同意しています。
組織が複数のクラウドの複雑さの影響を軽減する方法の 1 つは、最新のサーバー ソリューションで利用可能な改良されたシステ
ム管理を使用することです。ESG は、最新のサーバーの影響を定量化するために、回答者にサーバー インフラストラクチャがパブ
リック クラウド代替ソリューションとしてどの程度の「クラウド競争力」を備えているかを質問しました。最新のサーバー（言い換えれ
ば、すべてまたはほとんどの機能がクラウド競争力を備えたサーバー環境）を使用している場合、予算内でクラウド プロジェクトを
完了させる傾向が 43%向上し、クラウド プロジェクトを期限までに完了させた割合は 32%増加しています。
つまり、組織は、ワークロードの場所（パブリック クラウド、プライベート クラウド、エッジ、オンプレミスでホスト）に関係なく、すべて
のインフラストラクチャを総合的かつ効率的に管理するためのより良い方法を必要としています。この仮定の正しさを証明するた
め、ESG は Dell Technologies、VMware、Intel とのパートナーシップを通じて、パブリック クラウド インフラストラクチャを利用す
ると同時に、最新のオンプレミス プライベート クラウド環境も運用しているエンタープライズ（従業員数 1,000 人以上で回答者の
72%）と中堅企業（従業員数 100～999 人で回答者の 28%）の IT 導入決定者 1,257 人を対象とするグローバル アン
ケートを実施しました。このレポートの残りの部分では、中堅企業の回答者に関する ESG の見解をまとめています。
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主な調査結果
ESG の調査では、組織は、複数のクラウド環境がもたらす複雑化に悩
まされているため、管理の簡素化に大きな価値があると考えていることが
示されています。プライベートとパブリック クラウドの違いを超えて一貫した
インフラストラクチャ管理機能を提供するツールを利用できるとしたら、ど
んなことが期待されるかという設問に対しては、以下のような回答が集ま
りました。

中堅企業は、管理の簡素化という概
念に大きな価値があると考えています。
全調査の中で代表的ないくつかの組
織は、大きな進歩を遂げ、クラウド管
理を統一しし、一貫して期待を上回る
メリットを実現しています。

•

平均 16%のコスト削減。

•

セキュリティ侵害、アプリケーションのダウンタイム、パブリック クラウドに保管されているデータに影響するその他のイベントの
件数が平均 26%減少。

•

クラウドから他のクラウドまたはオンプレミスへのクラウドのワークロードの移行に必要な期間が平均 30%短縮。

•

インフラストラクチャ管理にかかる時間を 1 週間あたり平均 53.2 工数（または約 1.3 フルタイム工数）解放。

•

開発者の操作性とパフォーマンスの向上：97%の回答者が、開発者がコードを本番稼働環境にプッシュすることが容易
になると考えており、54%の回答者が少なくとも 1 日 1 回のコードプッシュが可能になると期待しています。

•

クラウド プロジェクトにおける問題の発生頻度の低下：予算超過の頻度が 22%、タイムライン超過の頻度が 33%減少。

•

イノベーションのペースが加速（回答ベースで 71%）し、最終的には毎年 4 つの新規製品/サービスをリリース可能。

さらに重要なことに、全調査の中で代表的ないくつかの組織は、大きな進歩を遂げ、クラウド管理の整合性を実装し、一貫
して期待を上回るメリットを実現しています。

クラウド管理の整合性の意味を定義する
クラウド管理の整合性を評価するために、ESG はアンケートに以下の 3 つの設問を含めていました。
1. パブリック クラウド リソースを管理するために、インフラストラクチャ管理ツールをいくつ使用していますか？
2. パブリック クラウド リソースに使用しているのと同じインフラストラクチャ管理ツールを、オンプレミスでも使用できますか？
3. オンプレミスとオフプレミスで使用されるインフラストラクチャ管理ツールに大きく依存していますか？

© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）
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インフラストラクチャの場所（オンプレミスかオフプレミスか）にかかわらず、クラウド管理ツールを 3 つ以下に統合していて、同じツー
ルでオンプレミス環境の大半を管理している組織のみが、高度な整合性を備えたクラウド管理を実現しているとみなされます。回
答者の 7%のみが、これらのすべての基準を満たしています（図 2 を参照）。

図 2： 整合性のあるクラウド管理ツールの特徴と希少性

出典：Enterprise Strategy Group

このレポートの次のセクションでは、断片化したクラウド環境を抱える 93%のアンケート回答者が、より整合性のあるクラウド管理
環境に無事移行できたらどのようなメリットが期待されるのかについて、詳しく説明します。

管理環境の整合性を高めて期待される技術的成果を向上
中堅企業の間では、クラウド管理の整合性を高めれば大幅な技術的改善がもたらされるということについて、大筋で認識が一致
しています（図 3 を参照）。ESG の調査によると、回答者の約 4 分の 3 が、整合性の向上によって、運用効率の向上、リスク
の低減、セキュリティの強化、クラウドの機敏性の向上、アプリケーションの導入の迅速化を実現できると考えています。
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図 3： クラウド管理の整合性向上に伴う技術的価値
Which of the following benefits, if any, do you believe your organization would receive if
it was able to significantly consolidate the management tools it uses to manage
I believe in this value proposition

I do not believe in this value proposition

Increased management efficiency/simplified

Don’t know
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出典：Enterprise Strategy Group

管理の整合性による IT 運用効率を向上
IT スタッフは多くの競合する優先事項を抱えていますが、インフラストラクチャでの基本的な運用タスクを実行することが、タスクリス
トの一番上であってはなりません。これらの面倒な作業を減らすことで、節約した時間を組織のハイブリッド クラウドまたはデジタル
トランスフォーメーション イニシアチブに関連する取り組みに使用したり、企業を差別化するためのイノベーションを推進することがで
きます。ただし、これらのタスクの一部は、当面の間残ります。たとえば、組織は、必要に応じて仮想マシンとインフラストラクチャをプ
ロビジョニングし、設定し、プロビジョニング解除する必要があります。アプリケーションにはパッチを適用する必要があります。アラート
と問題について調査し、修復を行う必要があります。組織がこうしたタスクを最適化するにはどうすればよいでしょうか。
理想的なソリューションは、組織が環境を運用するために必要な管理コンソールの数を最小限に抑えることです。これにより、IT
管理者は、インターフェイスと機能が異なる複数のツールの習得や切り替えに費やす時間を削減でき、生産性を向上させることが
できます。さらに、一貫した管理アプローチには実質的なコスト削減効果があります。これにより、組織は、従業員が組織のツール
を使いこなせるようにするためのトレーニングとコンサルティング サービスに費やすコストを大幅に削減できます。ESG の調査でも、
この結論の正しさが裏付けられています。断片化したクラウドの管理経験を持つ回答者の 76%が、一貫性の向上によって組織
の効率が高まり、運用が簡素化されるという意見に同意しています。
加えて、ESG による、クラウド管理の整合性を高めることでインフラストラク
チャ管理でどれだけの工数を節約できると予想されるかという設問に対して
は、平均で 1 週間あたり 53.1 工数という回答が得られました。これは 1.3

回答者は、一貫性のあるクラウド管
理によって 1 週間あたり 53.1 工
数が節約されると考えています。

人のフルタイム従業員の工数に相当する時間です。このように効率が向上
すると、IT 組織は戦略的プロジェクトを加速させることができます。
© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）
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図 4： クラウド管理の整合性を高めることで期待される効率化の程度
How many full-time equivalents (FTEs)/person-hours do you think your organization would save on
infrastructure management if your organization was able to use consistent infrastructure management tools
across on-premises and cloud locations? (Percent of respondents, N=327)
Average: 53.1 person-hours to be saved per
week
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出典：Enterprise Strategy Group

整合性のある管理によるリスク エクスポージャーの削減
多数の管理コンソールを切り替えると、セキュリティ上の懸念と組織規模のリスクが高まります。これらの攻撃に関連するダウンタイ
ムを最小限に抑えると同時に、悪用やデータロスを防ぐためには、組織はこれらのクラウド インスタンスを効率的かつ適切に設定し
てパッチを適用する必要があります。ただし、さまざまなクラウド プラットフォームで実行されるクラウド インスタンスの数が増えると、こ
れらのインスタンスすべてについて適切なセキュリティと構成を維持するのも難しくなります。事実、それぞれのクラウド環境に特化し
たセキュリティに詳しい管理者が必要になる可能性があり、それが環境の拡張に伴い、コストとスタッフ確保に関連する課題として
浮上するかもしれません。理想的なソリューションは、1 つのインターフェイスでクラウド インスタンスの管理を統合し、管理者が可視
性を高めて構成とパッチの死角を排除することです。
ESG の調査によると、現在、断片化されたクラウド管理に取り組んでいる中堅企業のほぼ 4 分の 3（72%）の回答者が、整
合性の向上によってリスクが軽減され、組織のセキュリティが強化されることに同意しています。その影響を数値化するために、
ESG は、クラウド全体でインフラストラクチャ管理の整合性を高めることができた場合に、セキュリティ侵害、アプリケーションのダウン
タイム、パブリック クラウド内のデータに影響するその他のイベントの発生件数が何パーセント減ると思うか、という設問を設けていま
した。平均すると、中堅企業の回答者は、セキュリティ インシデントが 26%減少すると予測しています（図 5 を参照）。
組織が問題を解決する方法として、パブリック クラウド ベンダーを 1 つに整理することも選択肢として考えられます。ただし、統合に
より、組織はさまざまな「単一障害点」のリスク要因（たとえば、インフラストラクチャの価格変更、サービス レベル契約の変更な
ど）に対して脆弱になります。複数のパブリック クラウド インフラストラクチャ プロバイダーとの連携の傾向が高まるにつれて、組織は
こうした問題を認識してきています。ESG の調査によると、中堅企業の 81%が現在、複数のインフラストラクチャ CSP を利用し
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ており、84%は今後 3 年の内に利用を予定しています。さらに、3 社以上のインフラストラクチャ CSP を利用する回答者の割合
は、この期間中に倍増すると予想されます。

図 5： クラウド管理の整合性を高めることで期待されるクラウド セキュリティ インシデントの減少率
By what percentage do you believe your organization would reduce the number of security breaches,
application outages, or other events affecting its public cloud-resident data if it had more infrastructure
management consistency across clouds? (Percent of respondents, N=327)
26%

25%

Average: 26% reduction in security events and
outages

20%
10%

9%
Not at all

By less than
10%

6%

5%
By 10% to 25% By 26% to 50% By 51% to 75% By 76% to 100%

Don’t know

出典：Enterprise Strategy Group

整合性による開発者の効率の向上
インフラストラクチャ環境の整合性を高めることによって、組織は IT チームとセキュリティチームを支援するだけでなく、開発チームの
効率を向上させることができます。パブリック クラウドとプライベート クラウド インフラストラクチャの間に整合性を持たせることで、開
発者は 1 つの環境向けにコードを書くだけですみます。これにより、アプリケーションの要件に基づいてオンプレミスでもパブリック クラ
ウドでも、任意のインフラストラクチャにコードをデプロイしつつ、開発者の効率性を向上させ、後日デプロイ先を変える必要が生じ
たときも、アプリケーションをリファクターする必要がなくなります。ESG の調査によると、こうした柔軟性に対する期待は高く、84%
の中堅企業が、柔軟なワークロード配置の実現を、既存のテクノロジー関連の取り組みの中でも上位 5 位に入る優先事項だと
回答しています。

回答者の 95%が、整合性のあるクラ
ウド管理により、開発者が業務を遂行
しやすくなると考えています。

オンプレミスとパブリック クラウドの間でインフラストラクチャの整合性が高
まることで開発者にどのような影響があるのかという質問に対して、中堅
企業の回答者の 95%が、1 つの環境向けに開発するだけでよくなるの
で、開発者の負担が軽くなると回答しています。また、中堅企業の回

答者の 97%が、開発者がコードを本番稼働環境にプッシュしやすくなると述べています。事実、中堅企業の回答者は、クラウド
間の整合性が高まった場合に、どのくらいの頻度で本番環境に新しいコードをデプロイできると思うかという ESG の質問に対し
て、過半数（54%）が、1 日複数回コードをプッシュできるようになるだろうと回答しています（図 6 を参照）。
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図 6： インフラストラクチャの整合性が高まった場合に期待されるコードの導入頻度
How often do you think your organization would deploy new code to production if it used the same
management tools regardless of infrastructure location? (Percent of respondents, N=327)

29%

26%

20%
13%
5%
Hourly or more Several times per Once per day
often
day

Weekly

Monthly

5%

2%

Every few
months or less

Don’t know

出典：Enterprise Strategy Group

整合性によってワークロード モビリティーを実現
環境の違いを超えてインフラストラクチャと運用の整合性を高めることによって、最も重要なテクノロジーの優先事項の 1 つである、
ワークロード配置の柔軟性を実現できることについては、中堅企業の回答者の見解は概ね一致しています。ESG の調査による
と、回答者の 84%が、上位 5 位のテクノロジー イニシアチブの 1 つとして、必要な場所にワークロードを配置できることと回答して
います。さらに、中堅企業の回答者の 73%が、インフラストラクチャの整合性の向上によってクラウドのオンボードと移行が改善さ
れると考えています。理由使い慣れたツールとモデルでアプリケーションの導入と移行を行うことにより、管理者の間違いが減る一
方で業務がやりやすくなり、効率性が向上します。
クラウド全体でのインフラストラクチャ管理の整合性の影響を示すために、ESG は中堅企業の回答者に対して、アプリケーションの
実行場所の変更にかかる時間の短縮率を推定するよう依頼しました。平均すると、30%短縮されるという結果になりました（図
7 を参照）。つまり、組織がクラウド全体でワークロードを移行するために四半期かかってい場合、クラウド管理の整合性によっ
て、その時間をほぼ 1 ヶ月短縮できるようになります。
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図 7： クラウド管理の整合性を高めることで期待されるワークロード移行時間の短縮
By what percentage do you believe your organization would reduce the time it takes to change where an
application is run if it had more infrastructure management consistency across clouds? (Percent of
respondents, N=327)

3%
Not at all

Average: 30%
reduction in cloud migration time

38%

37%

8%

10%

3%

1%

By less than 10% By 10% to 25% By 26% to 50% By 51% to 75%By more than 75% Don’t know
出典：Enterprise Strategy Group

整合性のあるクラウド管理によってビジネス上の成果を向上させるしくみ
技術的なメリットによって IT の効率性が向上し、運用が合理化されます（つまり、テクノロジー チームが効率的かつ効果的になり
ます）。IT 部門にとって重要なのは、技術的なメリットがどのようにビジネス上のメリットとして現れるかです（図 8 を参照）。
中堅企業の回答者の 76%は、クラウド管理の整合性が IT/基幹業務のコラボレーションを改善し、IT のパフォーマンス メトリック
が実際のビジネス上の成果に直接反映されると考えています。さらに、整合性の向上によって、イノベーションと製品開発のペース
が向上し（71%）、コストが削減され（67%）、市場投入までの時間が向上する（64%）と回答しています。

図 8： クラウド管理の整合性の向上に伴うビジネス バリュー
Which of the following benefits, if any, do you believe your organization would receive if it was able to
significantly consolidate the management tools it uses to manage infrastructure across on-premises and in the
public cloud environments? (Percent of respondents, N=327)
I believe in this value proposition

I do not believe in this value proposition

Improved collaboration between IT and line of
business stakeholders

Don’t know

76%

Increased pace of innovation/product
development/service delivery

20%

71%

Reduced costs

25%

67%

Faster time to market

29%

64%
0%

20%

28%
40%

60%

80%

5%

4%

5%

7%
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出典：Enterprise Strategy Group
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管理の整合性によってコストを削減するしくみ
前述の調査では、整合性のあるクラウド管理戦略が、アプリケーション開発者を含む IT チームの効率性を向上させることを示して
います。アプリケーションを統合インフラストラクチャ プラットフォーム向けに最適化し、IT 環境内のどこにでも配置できるようにする
と、コストのかかるアプリケーション アーキテクチャの作業（アプリケーションの移行にあたって、外部のマイクロサービスに不要なデー
タ出力を行う必要がある、新しい場所にアプリケーションをリファクターする必要があるなど）を避けることができます。アプリケーショ
ンを簡単に移行できるようになると、クラウド環境の経済性の変化に対応するために必要な俊敏性が向上し、最も低コストかつ
効果的に実行できる場所に簡単に移行できるようになります。
これらの考慮事項は、IT 環境の総コストに影響を与えるものの一部にすぎません。回答者のほぼ 10 分の 7 が、クラウド管理の
整合性が高まれば全体的なコストが減少するという見通しを持っているのも不思議ではありません。平均すると、中堅企業の回
答者はインフラストラクチャ管理の整合性によって IT コストを 16%削減できると考えています（図 9 を参照）。

図 9： クラウド管理の整合性を高めることで期待されるインフラストラクチャ コストの削減率
By how much do you believe your organization could reduce infrastructure costs by utilizing more consistent
management tools? (Percent of respondents, N=327)
Average: 16%
reduction in infrastructure costs

29%
25%

24%

11%
2%

4%
0%

Less than 10%

10% to 20%

21% to 30%

31% to 50%

More than 50%

5%
Don’t know

出典：Enterprise Strategy Group

管理の整合性が組織の俊敏性を向上させるしくみ
今日のように変化の激しい世界では、組織は俊敏性を身に付け、柔軟な技術を利用して、顧客、生徒、患者、関係者に対し
てより優れたサービスを提供し、市場の競合他社との差別化を図る必要があります。
この背景を知っていれば、一貫したクラウド管理から期待されるテクノロジー
上のメリットがビジネスの俊敏性も高める、というしくみを簡単に理解できま
す。IT 運用チームは、日常的なインフラストラクチャの障害発生と修正の
作業に煩わされることなく、基幹業務部門と協力して、戦略的な目標達
成に向けて取り組むことができます。たとえば、高度な分析イニシアチブでア

回答者の 97%が、整合性のあるク
ラウド管理により、IT スタッフが新し
いプロジェクトに集中できる余裕が
生まれると考えています。

プリケーション ポートフォリオを合理化したり、次世代の画期的なビジネス アプリケーションの要件などについて議論を行ったりできる
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ようになります。ESG の調査によると、中堅企業の回答者の 97%が、オンプレミスおよびクラウドで一貫したインフラストラクチャ管
理ツールを使用している場合、IT スタッフは必要に応じて新しいプロジェクトに柔軟に移行できると考えています。
ビジネスの俊敏性の向上を数値化するために、回答者に製品サイクルと年間の製品の発売に関して、管理の整合性が市場投
入までの時間に与える影響について検討するように依頼しました。平均して、回答者は、市場投入または製品サイクルを 5.2 週
間短縮し、毎年 4 つの新製品またはサービスを発売できると予想しています（図 10 を参照）。どちらの場合も、クラウド管理に
整合性を持たせることにより、組織のイノベーションが劇的に促進されることが期待されています。

図 10： クラウド管理の整合性を高めることで期待されるイノベーションの促進
How many additional new products/services do you think your organization could launch annually if it had
better management tool consistency across public cloud and on-premises locations? (Percent of respondents,
N=231)
Average: 4
incremental new products launched annually
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8 to 10

More than 10

3%
Don’t know

出典：Enterprise Strategy Group

重要なのは、データ ストレージと保護を最適化するための最新のアプローチが、クラウドの俊敏性と全体的なハイブリッド クラウドの
成功に影響を与えるということです。ESG は、データ セキュリティ、データ品質の保証、自動化されたインサイト/分析などの機能に
関して、自社のストレージとデータ保護インフラストラクチャが、パブリック クラウドに対してどの程度の「クラウド競争力」を備えている
かを質問しました。最新のストレージ (すべてまたはほとんどの機能でクラウド競争力があるソリューション)を導入している回答者の
79%が、ハイブリッド クラウド イニシアチブは効果的に価値を生み出していると述べています。これは、最新のデータ保護インフラス
トラクチャを導入している組織の 79%にも当てはまります。さらに、最新のオンプレミス ストレージ環境を使用する組織では、クラウ
ド プロジェクトの 54%以上が期限よりも大幅に早く完了しています。また、最新のデータ保護環境を使用している場合は、18%
以上が期限よりも大幅に早く完了しています。最後に、ハイブリッド クラウドの目標を達成する能力について、最新のデータ スト
レージを導入している組織は 1.6 倍、最新のデータ保護機能を導入している組織は 1.9 倍自信を持っています。

単なる楽観主義を超えて：整合性のあるクラウド管理は最先端を行く組織のためのゲーム チェンジャー
整合性のあるクラウド管理の最先端に位置しているのは、調査に参加した中堅企業のわずか 7%です。このタイプの回答者につ
いては、現時点で得られている実際の改善点について質問しました。ESG で、一貫したクラウド管理の最先端を走るすべての組
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織の実際の収益を分析したところ、多くの場合、実際のメリットは、予想されたメリットの大きさを上回ることが明らかになりました。
こういった組織は非常にまれではあるものの、これらの組織が早期導入者として得た利益は注目に値します。
たとえば、整合性のあるクラウド管理を導入している組織の 90%は、運用の効率性とシンプルさが向上したと回答しています。こ
れは、このメリットを期待していると回答した、クラウド管理の断片化に悩まされている組織の割合（78%）を上回っています。そ
の他にも、市場投入までの期間短縮と、クラウドのオンボーディングや移行の迅速化についても、それを実現した回答者と期待し
ている回答者の間で統計的に有意な差がありました。また、アンケートで尋ねたすべてのメリットについて、実際に得られたという回
答の割合の方が大きくなる傾向が見られました（図 11 を参照）。

図 11： 整合性のあるクラウド管理で実際に得られたメリットと期待されるメリットの差異
実際にそのメリットを得られたという回答率とそのメリットを期待しているという回
答率の比較（回答者の割合）
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Respondents with cloud
management
consistency today
reporting benefit
achieved (N=62)
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出典：Enterprise Strategy Group
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整合性のあるクラウド管理環境による実際のリスク削減効果の検証
どちらのタイプの回答者も、クラウド管理の整合性がセキュリティ機能の強

断片化したクラウド環境を抱える組
織が過去 12 か月間に経験したクラ
ウド関連のセキュリティ インシデントと
可用性インシデントの件数は、3.6
倍にも上ります。

化とリスクの軽減につながると考えています。ESG は、意見だけでなく、過
去 12 か月間に組織が経験したセキュリティ侵害、アプリケーション アウテー
ジ、またはパブリック クラウド内のデータのデータ ロスや漏えいにつながったそ
の他のイベントの件数についても聞きました。断片化されたクラウド環境を

抱える組織と一貫したクラウド環境を導入している組織を比較すると、その違いは明らかでした。断片化されたクラウド環境を抱え
る組織では、各種イベントについて過去 1 年間に平均して 2.6～3 件のインシデントが発生していて、合計すると、一貫したクラウ
ド管理を実現しているごく一部の組織の 3.6 倍ものセキュリティ インシデントと可用性インシデントを経験していました（図 12 を
参照）。
整合性のあるクラウド管理ツールは、そのように劇的なリスクの軽減をどのようにして達成するのでしょうか？大きな要因の 1 つが、
可視性です。パブリック クラウド インフラストラクチャの可視性と制御のレベルに関する ESG の設問に対して、整合性のあるクラウ
ド管理を導入している組織の 44%が、全面的な可視化と制御を実現していると回答しました。これは、断片化されたクラウド管
理を抱えている組織の回答（13%）と比べると、3.4 倍にもなります。クラウド管理環境を統合することで、すべてのクラウド イン
フラストラクチャを包括的に管理できるようになります。これにより、死角をなくしたり、制御性を最大限に高めたり、（データが示す
ように）セキュリティ効率を劇的に向上させたりできます。

図 12： クラウド管理の整合性の違いによるセキュリティ イベント発生頻度の差
クラウド管理の整合性で分けたセキュリティ/可用性イベントの平均発生件数。（過去
12か月間に発生したもの）
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整合性のあるクラウド管理環境による実際のワークロード モビリティー向上効果を検証
両タイプの回答者の大部分が、クラウド管理の整合性により、クラウドのオンボーディングと移行がしやすくなる一方で、ベンダーの
固定化を避けることができると考えています。このメリットの享受の有無や期待度だけでなく、ESG は、アプリケーションの実行場所
を変更するのに（つまり、あるパブリック クラウドから他のクラウドまたはオンプレミスのインフラストラクチャにワークロードを移動するの
に）、通常どのくらいかかるかについても聞きました。ここでも、断片化したクラウド環境を抱える組織と整合性のあるクラウド管理
を導入している組織の間には、顕著な差が見られました（図 13 を参照）。整合性のあるクラウド管理を導入している組織の 3
分の 2（66%）が、クラウド間のワークロードの移動を 1 週間未満で完了できると回答したのに対して、断片化したクラウド環境
を抱える組織の 68%が、タイムラインは複数週または複数月に及ぶと回答しています。

図 13： クラウド管理の整合性の違いによるワークロードのポータビリティの差
クラウド管理の整合性で分けたワークロードの場所の移行にかかる時間。（回答者の
割合）
Respondents with cloud management consistency today (N=62)

30%

26%

27%

Respondents without cloud management consistency today (N=1,195)

24%

21%

19%
13%
2%
Less than a
day

2%
About a day

9%
More than a About a week
day but less
than a week

3%
Multiple
weeks

17%

2%

3%

About a month

Multiple
months

2% 1%
Don’t know

出典：Enterprise Strategy Group

数値を分析すると、整合性のあるクラウド管理環境を備えた組織は、そうでない組織に比べて、1 回のクラウド移行あたり平均約
2.4 週間という日数アドバンテージを得ることができます。移行に際してこのように時間を節約できるか否かは、組織として同業他
社に対する競争優位性を確保できるか、長期化する移行に足を取られて遅れを取るかの分かれ道になる可能性があります。

整合性のあるクラウド管理環境がもたらす実際のクラウド コストと敏捷性に関するメリットの検証
断片化したクラウド環境を抱える回答者は、クラウド管理の整合性を高めることで実現できるコスト削減と敏捷性の向上につい
て、非常に楽観的な見通しを持っています。そういった成果がどれだけ実現されているかを評価するために、ESG は、クラウド プロ
ジェクトを完了したときの予算面とスケジュール面でのパフォーマンスを尋ねました。ここでもまた、クラウド管理の整合性が実際にコ
スト面の改善と敏捷性の向上をもたらすという意見を裏付けるデータが得られました。
クラウド管理の整合性を実現している組織の方が、クラウド プロジェクトを予算内で完了させた割合が 19%も高くなっていました
（断片化したクラウド管理環境を抱える組織の 62%に対して 74%）。同様に、これらの組織の方が、クラウド プロジェクトを期
限までに完了させた割合が、断片化した管理環境を抱える組織よりも 23%も高くなっていました（81%対 66%）（図 14 を
参照）。
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図 14： クラウド管理の整合性の違いによるクラウド プロジェクトを完了させる能力の差
クラウド管理の一貫性で分けたクラウド プロジェクトの予算とタイムライン順守の傾
向。
（プロジェクトの割合平均）
Respondents with cloud management consistency today (N=62)
Respondents without cloud management consistency today (N=1,195)

81%

74%
62%

66%

Average percent of cloud projects completed on or under Average percent of cloud projects completed on or ahead of
budget
schedule
出典：Enterprise Strategy Group

全体像：整合性のあるクラウド管理がハイブリッド クラウドの価値を高め、IT 部門をヒーローにする
期待であれ現実であれ、回答者がハイブリッド クラウド管理の整合性を高めることには多面的な価値があると考えていることは明
らかです。さまざまな技術的メリットやビジネス上のメリットが、全体像を描くうえでどのような影響を及ぼすのかを理解することが重
要です。たとえば、すべての回答者の組織がハイブリッド環境を運用していますが、ハイブリッド クラウドの取り組みが、現時点でど
の程度効果的に組織に価値をもたらしているかについて聞いてみました。回答は概ねポジティブなものでしたが、管理の整合性に
基づく明らかな分裂がありました。整合性のあるクラウド管理を導入している組織の 38%が、この取り組みが非常に効果的に組
織に価値をもたらしていると回答しましたが、一方でクラウド管理の整合性に欠けている組織では、そのように回答した組織の割
合は 27%に留まりました。

整合性のあるクラウド管理ツールを導
入している組織の 38%が、ハイブリッ
ド クラウドの取り組みが非常に効果的

クラウド管理に整合性をもたらすうえで IT 部門が果たす役割も、アン
ケートで確認したかったことの 1 つでした。ESG は、組織における IT 部
門の地位が、クラウド管理の整合性をもたらす能力と関連しているかを
評価しました。その答えは「大いに関連している」でした。ESG は、すべ

に組織に価値をもたらしていると回答

ての回答者に対して、IT 部門が組織内の他の部門、この場合特に開

する一方で、クラウド管理の整合性に

発者グループからどう見られているかについて質問しました。現時点で整

欠けている組織では、そのように回答し

合性のあるクラウド管理を導入している組織の 10 分の 9（89%）

た組織の割合は 27%に留まりました。

が、IT 部門はポジティブに見られていると回答しました。これは、IT 部
門が競争上の差別化要因や高価値のサービス プロバイダーとして見ら
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れていることを意味します。対照的に、クラウド管理の整合性に欠けている組織の多くでは、IT 部門の評価は「まずまず」に留まっ
ています。言い方を変えると、整合性のあるクラウド管理を運用している組織では、IT 部門が競争上の差別化要因と見なされる
割合が 3.4 倍も高くなっています（図 15 を参照）。

図 15： クラウド管理の整合性の違いによる IT 部門の地位の差
クラウド管理の整合性で分けたIT部門に対する印象。（回答者の割合）
Respondents with cloud management consistency today (N=62)

Respondents without cloud management consistency today (N=1,195)

58%
45%
33%

31%
9%
Competitive
differentiator

11%
High-value service
provider

0% 12%

Adequate, but room to Inhibitor (they think IT
improve
slows them down)

0%

1%

Don’t know

出典：Enterprise Strategy Group

着手のポイント：専門家の力を借りる
多くの組織にとって、現在の IT 環境にクラウド管理の整合性を持たせることは、歯磨き粉をチューブに戻すように感じられるかもし
れません。使用中のクラウドサービスを合理化したり、それらを管理するためのネイティブ コントロールも困難に思われるかもしれま
せん。多くの場合、現在クラウドに存在する組織、またはクラウド機能を拡張している組織では、クラウド戦略が明確に定義されて
いません。もしそうだとしたら、誰かの力を借りましょう。ESG の調査によると、10 社の組織のうち 9 社近く（88%）の IT ベン
ダー、システム インテグレーター、付加価値再販業者などのサードパーティーと連携して、クラウド インフラストラクチャ プロジェクトの
設計と実装を支援します。理由これにより、組織は多くのメリットのなかでも、時間とコストを節約できます（図 16 を参照）。
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図 16： クラウド プロジェクトでサード パーティーと協力するメリット
クラウド インフラストラクチャ プロジェクトの設計と実装のためにサード パーティー
のプロフェッショナル サービスを利用することになった理由は、次のうちどれです
か？（回答者の割合、N=309、複数回答可）
It saves us time

60%

It saves us money

45%

We use consultants to help align stakeholders and develop
architectures

We do not have enough in-house staff
We do not have the skills in-house

36%
23%
21%

出典：Enterprise Strategy Group

クラウド トランスフォーメーション プロジェクトは、劇的なビジネスおよび技術的なメリットを促進しますが、組織はクラウド ソリューショ
ン アーキテクトとのパートナーシップを模索し、 トランスフォーメーションのイニシアチブをより迅速に実装できるようにする必要があり
ます。プライベート クラウドとパブリック クラウドの両方の環境にソリューションを実装でき、単一のパブリック クラウドに最適化された
専用ソリューションではなく、さまざまなパブリック クラウド プロバイダーを自由に選べるパートナーを探すことも同様です。

さらに重要な事実
今日の多くの組織が直面している難題は、簡単に言えば、クラウドの採用が、組織のクラウド全体（オフプレミスとオンプレミスの
両方）でデータとアプリケーションを効果的に監視および管理する能力を上回っていることです。しかし、「スワイプアンドゴー」機能
による購入のシンプルさは、パブリック クラウドの最も重要な価値提案の 1 つですが、非管理型のクラウドの増加によって、非効率
で非効果的なインフラストラクチャ管理、クラウド プロジェクトのサイバー セキュリティ リスク、非効率なワークフロー、および予算およ
びタイムライン超過の増加などの多層的な課題を生み出す場合があります。つまり、混沌としたクラウドは、ほとんど中堅企業が修
復するにはあまりに多くの課題を生み出す場合があります。
ESG research は、一貫したインフラストラクチャと運用を通じて、複数のクラウド環境の管理の複雑さを軽減し、大きな成果をも
たらすことができることを示しています。断片化、サイロ、および複雑なクラウド管理の経験を持つ回答者は、IT 全体への大きなメ
リットおよびビジネスの推進を予測しています。さらに、整合性のあるクラウドの最先端を行く回答者は、すでに有意義なコスト削
減、強固なセキュリティ、再利用可能な生産性の向上、イノベーションとアプリケーション開発の迅速化、および全体的なビジネス
の敏捷性を経験しています。
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Dell Technologies Cloud ができる支援
この ESG Research Insight のホワイト ペーパーは、Dell Technologies Cloud で組織がクラウドの目標を達成するのを支援
するという目的を共有する Dell Technologies、VMware、Intel Corporation の委託を受けて作成されました。本文で詳しく
取り上げたように、テクノロジーに関する何らかの意思決定を行うときには、ユーザー、プロセス、現在の状態を考慮する必要があり
ます。Dell Technologies は、組織の現状に合わせて、既存のツールとスキルセットをベースにしたマルチクラウド IT 戦略を立てて
より大きな成果を実現するために必要なテクノロジーとサービス ソリューションを提供するよう、努めています。Dell Technologies
Cloud は、プライベート クラウド、パブリック クラウド、エッジにわたって一貫した運用モデルとシンプルな管理を実現できるよう設計
された一連のクラウド インフラストラクチャ ソリューションで、クラウド導入のハードルを下げて、アプリケーションやビジネス要件に基づ
いてワークロードを配置できます。Dell Technologies のポートフォリオに関するこのビジョンは、クラウドを場所ではなく運用モデル
として捉える Dell のスタンスと、整合性のあるインフラストラクチャと運用レイヤーによるマルチ クラウド環境の複雑さの軽減を求め
る組織にとって信頼できるテクノロジー パートナーになりたいという強い思いに基づいています。
Dell Technologies Cloud ができる支援について詳しくは、こちらをご覧ください。
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付録 – 調査方法と回答者の統計的データ
このレポートのデータを収集するため、ESG は、次の 11 の国と地域に所在する民間企業および公共機関の IT 導入決定者を
対象にした大規模なオンライン アンケートを実施しました：米国（36%）、カナダ（3%）、英国（12%）、フランス（8%）、
ドイツ（10%）、シンガポール（5%）、オーストラリア（5%）、インド（4%）、香港（4%）、ブラジル（7%）、メキシコ
（6%）。アンケートは、2019 年 9 月 17 日～2019 年 10 月 12 日の期間に実施されました。パブリック クラウド インフラストラ
クチャを利用していて、モダナイズされたオンプレミスのデータ センター環境を運用している組織で、クラウド投資（パブリックまたはプ
ライベート）の決定に影響力を持っている人物だけが、アンケートに回答する資格があることにしました。
資格要件を満たさない回答者の回答をフィルターで除外し、重複した回答を削除してから、完了した回答に対してスクリーニング
（複数の基準）を実施してデータの整合性を確保し、最終的なサンプル数を中堅企業の 351 人にしました。
すべての回答者には、アンケート調査に回答するインセンティブとして賞金および/または現金に相当する賞品が贈呈されました。
注：本レポート全体を通じて、端数処理の影響で図表の数字を合計しても 100%にならないことがあります。
下記の数字は、回答者ベースの統計的データ（回答者自身の現在の役職と、回答者が所属している組織の総従業員数、主
業種、）を具体的に示したものです。

図 17： アンケート調査回答者、役職/地位別
現在の役職/職位に最も近いのものは、次のうちどれですか？（回答者の割合、
N=351）
経営幹部, 6%
最上位ITエグゼ
経営幹部 , 7%

クティブ , 19%

「INDIVIDUAL CONTRIBUTOR
（非管理職）」 , 1%

IT管理 , 28%

上級IT管理 , 40%

出典：Enterprise Strategy Group
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図 18： アンケート回答者（担当する IT 分野別）
次のIT分野のうち、社内の購入プロセスにご自身が大きく関与しているものはどれです
か？（回答者の割合、N=351、複数回答可）
Public cloud

84%

Virtualization/private cloud

80%

Data center infrastructure (storage, servers, networking,
data protection, etc.)

79%

Cybersecurity/information security

72%

Endpoint devices (e.g., desktop/laptop PCs, mobile
devices, etc.)

68%

Analytics/business intelligence

63%

Enterprise applications

60%
出典：Enterprise Strategy Group

図 19： 企業規模別のアンケート調査回答者（従業員別）
全世界で雇用している総従業員数は何名ですか？（回答者の割合、
N=351）
100～249 , 14%

250～499, 27%
500～999, 59%

出典：Enterprise Strategy Group
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図 20： アンケート回答者（業種別）
お客様の組織の主な業種は何ですか？（回答者の割合、N=351）
その他 , 15%
テクノロジー, 28%
建設/エンジニアリング ,
6%
ビジネスサービス , 6%

教育 , 7%

製造業 , 12%
金融 , 8%
小売/卸売 , 9%

ヘルスケア , 10%
出典：Enterprise Strategy Group
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